
【キャリア形成促進プログラム認定後の公表様式】

身に付けること
のできる能力

企業等連携
授業時数

又は単位数
※４

令和３年１０月２２日※１
（前回公表年月日：令和２年１０月２３日）

社会人が受講
しやすい工夫

■社会人が受講しやすい工夫の内容
（例）休日・週末・早朝・夜間の開講、長期休暇時における集中開講、IT活用、経済的支援制度の整備、補講の実施、託児サービスの実施、就職サポート等
月～金曜日は18：30～の夜間授業
土曜日のみ10：00～の昼間授業
取得済み資格（介護福祉士、介護支援専門員、保育士、実務者研修、初任者研修、ホームヘルパー、行政書士、税理士、弁護士など）による特別奨学生制度を設けること
で、活躍のフィールド拡大の機会を積極的に提供し、かつ経済的負担を軽減している。
専門実践教育訓練給付金の認可を受けることで、経済的負担を軽減している。
社会福祉施設において180時間（約24日間）の相談援助実習が必要であるが、社会人でも仕事等と両立できるよう、分割での実習を可能としている。
学習が継続しやすいよう、メールや電話での質問対応を実施している。

■修了時に付与される資格等：　　　　　　　　有　・　無
※有の場合、資格等の詳細を記入
社会福祉士国家試験受験資格
大原医療秘書福祉保育専門学校卒業証書、社会福祉士一般養成施設としての修了証の交付

（別紙様式４）

キャリア形成促進プログラムの基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

大原医療秘書福祉
保育専門学校

平成13年9月27日 中本　毎彦
〒101-8352
東京都千代田区西神田２丁目４番１０号

（電話） 03-3234-5856

03-3292-6266

正規課程/履修証明プログラム 分野

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人大原学園 昭和54年4月1日 中川　和久
〒101-0065
東京都千代田区西神田１丁目２番１０号

（電話）

プログラムの名称

開講時期
前期　4月１日～９月３０日
後期　１０月１日～３月３１日

直近の修了者数※２ 修了者のうち就職者数※２

生徒定員

修了者のうち就業者数※２

10人 ３人 ６人

180時間
要件該当授業時数

/総授業時数
※４

プログラムの
目的

本学科は教育基本法及び学校教育法に基づき、厚生労働大臣指定の社会福祉士一般養成施設として、社会福祉施設等と連携し、社会福祉士の職業に必要な実践的かつ
専門的な能力を育成することを目的としている。具体的には相談援助の理論と方法や地域福祉の理論と方法、相談援助演習など複数の科目を実務家教員及び実務家が担
当することにより、相談援助職として実践的かつ専門的な能力を育成することを目的とする。また、課程を修了することで社会福祉士の国家試験の受験資格も得ることができ
る。

対象とする職業
の種類

相談援助職（ソーシャルワーカー）

■身に付けられる知識、技術及び技能
介護施設等で相談援助職として必要となる知識及びさまざまな相談援助技
術や技能

■得られる能力
社会福祉士として必要とされる能力。具体的には以下の能力が得られる。
・人の成長・発達や日常生活との関係を踏まえた疾病や障害に関する知識。
・基本的な心理学的知識。
・現代社会が社会理論によってどのようにとらえることができるのか等、社会
問題の捉え方と具体的な社会問題の知識、社会に関する基本的な視点。
・福祉政策と関連政策についての理解、相談援助活動を行うにあたって求め
られる福祉制度と福祉政策に関する基礎的知識。
・社会福祉における社会調査の意義と目的の理解、社会調査における倫理
や個人情報保護、統計法、IT活用方法などの知識。
・権利擁護の意義及び相談援助にかかる専門職倫理、総合的かつ包括的な
援助と多職種連携の意義の理解。
・相談援助における理論及びモデル、事例分析の意義と留意点などの知識、
相談援助のそれぞれの家庭に対する相談援助の知識と技術。
・相談援助職として基本的に知っておくべき社会保障の概念や理念を理解す
るとともに、現行の社会保障制度に関する具体的な知識。
・相談援助に関する知識と技術を専門的援助技術として概念化、理論化する
技術、実践力。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

認定年月日※３ 令和２年３月２５日

カリキュラム内容

・社会福祉施設と連携して行う相談援助実習および相談援助実習振り返り。
・相談援助の実務家教員による事例に基づくグループディスカッションやケースメソッド
・相談援助の実務家教員による知識の習得（相談援助の理論と方法、地域福祉の理論と方法、福祉行財政と福祉計画、障害者に対する支援と障害者自立支援制度、
  児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度、相談援助の基盤と専門職、高齢者に対する支援と介護保険制度、低所得者に対する支援と生活保護制度、保健医
  療サービス、就労支援サービス、権利擁護と成年後見制度、更生保護制度、現代社会と福祉、人体の構造と機能及び疾病、福祉サービスの組織と経営）
・大学教授等による知識の習得（心理学理論と心理的支援、社会理論と社会システム、社会調査の基礎、社会保障）

0.89
総授業時数
又は単位数

※４

1,220時間
要件該当授業時
数又は単位数

※４

1,080時間

修業年限・修業期間

１年正規課程 教育・社会福祉 教育社会福祉専門課程社会福祉学科 平成22年4月1日 ３５人

開設年月日



プログラム
修了要件

（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定プログラムにおいては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映した内容を公
表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください。

２.「直近の修了者数」、「修了者のうち就職者数」、「修了者のうち就業者数」（※２）
「直近の修了者数」、「修了者のうち就職者数」、「修了者のうち就業者数」の欄には、正規課程については公表年月日年度の前年度の実績人数を、履修証明プログラムについては公表年月日
の時点において最後に修了者を出した直近の開講時期における実績人数を記入してください。　各実績人数は、学校が把握している範囲での数字を記入してください。
「修了者のうち就職者数」の欄には、推薦プログラム修了後に推薦プログラムの対象とする職業に就職した受講者数を記入してください。
「修了者のうち継続在職者数」の欄には、推薦プログラム受講時に在職していた企業等に推薦プログラム修了時点において引き続き在職した受講者数を記入してください。

３.　認定年月日（※３）
キャリア形成促進プログラムとしての認定年月日を記入してください。初回認定の場合は空欄としてください。

４．授業時数又は単位数の表記（※４）
推薦プログラムが正規課程で時間制の場合は単位時間数、正規課程で単位制の場合は単位数、履修証明プログラムの場合は時間数を記入してください。

当該プログラム
ホームページ

ＵＲＬ
https://school.o-hara.ac.jp/tokyo_iryo/bunya/hukushi/syakaihukushi

成績評価の
基準・方法

学業成績は、授業科目ごとに行う試験によってこれを定める。
試験には定期試験、追試験および再試験等がある。追試験はやむを得ない
事故等により定期試験を受けなかった者に対して行い、再試験は受験の結
果、不合格となった者のためにこれを行う。
追試験および再試験は、本校において必要と認めた時に限りこれを行う。

学業成績判定は、優、良、可、不可の4種をもってこれを表し、優は80点以上、
良は70点以上、可は60点以上、不可は59点以下とし、優、良、可を合格、不
可を不合格とする。

1,200時間以上履修し、かつ、その該当する授業科目について合格に達した
者。
なお、履修においては下記3項目を満たした者に卒業証書を授与する。
①履修時間の出席率は、授業科目ごとの出席時間数が履修時間の3分
    の2以上および実習の出席時間数が履修時間の5分の4以上の者
②授業科目ごとの試験で100点中60点以上を取得した者
　　筆記試験、レポート等による評価
③実習先の施設評価が100点中60点以上を取得した者
　　・実習先による評価表での評価
　　　（実習態度、技術及び知識、協調性や利用者本位・自立支援、
　　　　権利擁護、専門職としての自己覚知など、社会福祉士としての
　　　　資質や適性等）
　　・実習巡回指導による評価
　　　（相談援助職としての利用者理解、利用者とのコミュニケーション、
　　　　観察・記録の状況等）
　　・学校担当者による評価表での評価
　　　（社会福祉士の役割、日常生活に関する援助技術、観察・記録・
　　　　報告、援助計画の立案等の相談援助技術及び知識、実習日誌や
　　　　立案計画等の書類の内容等）



種別

②

③薄井　正和
社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会
特別養護老人ホーム　ゆたか苑 園長

令和3年4月1日～
令和5年3月31日(2年)

斉藤　浩司 大原学園　大原医療秘書福祉保育専門学校 -

佐々木　美由紀 大原学園　大原医療秘書福祉保育専門学校 -

嶋田　芳男
東京家政学院大学 現代生活学部
 人間福祉学科 教授

令和3年4月1日～
令和5年3月31日(2年)

１．「対象とする職業に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教
育課程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針
①厚生労働大臣社会福祉士一般養成施設として、法令で定められた教育課程並びに外部実習又は就職先である社会福
祉施設等と連携して教育課程の編成を行うことにより、専門的かつ実践的な知識・技術を修得した即戦力となる人材を育
成する。
②教育内容に関して、教育課程編成委員会を通じて常に業界の最新の情報を反映させる。
③上記①、②により編成された授業科目、内容が実践習得されているかどうか、教育課程編成委員による実践的視点で評
価を受け、課題を浮き彫りにする事で、教育の質の確保ならびに更なる教育の質向上に活用する。
（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記
①位置づけについて
委員会は学校内教務部の上位に設置し、企業等からの提言を参考にして本校の教育課程編成について協議策定するた
めの機関として位置づける。また、委員会は、授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する意見を集約し、教育課程
編成の策定を行う。
②意思決定の過程について
（ア）委員会において各学科の課題を明確にして、教育課程編成委員会に提言を求める。
（イ）委員会では企業等からの提言を参考に次年度以降の教育課程編成に関する改善案を策定する。
（ウ）教育課程編成委員会内での決定事項については、校長、教務部長が速やかに次年度以降の教育課程編成に反映す
る。
（エ）大原学園全体で共通する内容は、大原学園教育本部へ報告し、大原学園全体で協議の上、教育課程編成に反映す
る。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿
令和3年7月31日現在

名　前 所　　　属 任期

村田　美保 大原学園　大原医療秘書福祉保育専門学校 -

中本　毎彦 大原学園　大原医療秘書福祉保育専門学校 -

※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の➀～③のいずれに該当するか記載すること。
　（当該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は空欄で構いません。）
➀業界全体の動向に関する知見を有する業界団体等の役職員
②職業に関連する学会や学術機関等の有識者
③職業の実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期
（年間の開催数及び開催時期）
年２回（８月、１２月）

（開催日時（実績））
令和2年度第1回 令和2年8月26日 16：30～17:30
令和2年度第2回 令和2年12月10日 16：00～17：30
令和3年度第1回 令和3年8月20日 16：00～17：30
令和3年度第2回 令和3年12月 16：00～17：30（予定）

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況
※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。
①施設実習に代わる校内演習について
新型コロナウイルスの影響により、施設での実習が行えない可能性が生じた。校内での実習では、施設での支援内容や利用者の様子等を具体的
にみることができず、実習の効果が得られない可能性があった為、どうすればより実践に近い演習ができるか、どうすれば効果的な指導ができるか
についてご意見をいただいた。
委員からご教授いただいた、映像教材の導入や施設における事例の活用などのご助言をもとに、準備を行うことができた。
②現役施設職員による講義、講演の実施について
通常の講義においても、福祉現場で実務経験のある教員が講義を行っているが、演習などにおいてよりリアリティのある講義を提供進為の工夫とし
て、施設との連携、現役施設職員による講義なについて意見を頂戴し、実現に向けた道筋を立てることができた。
　



科　目　概　要 連　携　企　業　等

（１）企業等と連携して行う授業における連携の基本方針
①社会福祉士一般養成における実習・演習は、法令で定められた教育内容、施設での実施を基本としながら、社会福祉施
設等との連携の下、現場で求められる知識・技術を考慮して、実習・演習の組立を行なう。
②社会福祉施設等との連携による実習・演習を通じて学生のより実践的な知識・思考・技術の修得と、相談援助職としての
意識改革を実現する。
③社会福祉施設等から実習・演習の授業内容、手法に関して具体的な助言を仰ぎ、学生の知識・技術の修得状況に対し
て実践で活かせるレベルか否かを社会福祉施設等の実務の視点から評価を仰ぐ。
④実務家による講義内において、実務に即した知識の習得および援助技術の習得を実現する。

（２）企業等と連携して行う授業における連携内容
※授業内容は方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記
社会福祉施設等に相談援助実習受け入れ依頼を行い、相談援助実習受け入れ承諾書を頂戴するとともに、打合せを行
い、下記の点について連携している。
① 実習実施前に、実習指導者による、実習授業内容及び実習授業評価ポイントの確認
② 施設内の各部署の見学、実習の実施
③ 学生の実習状況の確認及び実習指導者との情報交換のため、担当教員による施設巡回指導
④ 実習修了時の学生の学修成果の評価
⑤ 実習の振り返り時において、施設実習担当者による実習効果の確認

２．「対象とする職業に関する企業等と連携して行う授業等その他の実践的な方法よる授業等が、別の定めるところによ
り、総授業時数の一定割合以上を占めていること。」関係

（３）実践的な方法による授業のうち、企業等と連携して行う授業の具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目につい

科　目　名

３．「企業等と連携して、教員に対し、対象とする職業に係る実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦プログラムの教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
※研修等を教員に受講させることについて諸規定に定められていることを明記。
専門的かつ実践的な知識・技能を有し即戦力となる人材を育成するためには、教員一人ひとりが常に実務に関する最新の
知識を持ち、指導スキルを身につけなければならない。「大原学園教職員研修規定」の目的に定めるとおり、教職員が専攻
分野に関する知識・技能・企画力・判断力等を高めるための環境を整備し、所属長の指示または本人の意志により、公平
に研修等を受講する機会を与えるものとする。校内、校外において学園が企画する研修は下記のとおり。
①教育課程編成委員会に参画する企業等から講師を派遣した実践的な知識・指導スキル研修
②大学教授等専門分野に特化した講師として招いた研修会の実施
③各自治体等が実施する指導者向けセミナーへの参加
④学内に設置される附帯教育講座を利用しての自己啓発

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

研修名「介護保険制度と地域包括ケアシステムの現状と実際の取り組みについて、現役の施設長から学ぶ」
（連携企業等：社会福祉法人小田原福祉会　特別養護老人ホーム 潤生園　施設長：井口健一郎）
期間：令和3年2月19日（金）
対象：学科く所属する全教員が参加
内容：近年、各地域での取り組みが重要視されている地域包括ケアシステムについて、地域包括ケアに積極的にかかわっ
ている現役の施設長から、介護保険制度との関連性も交えながら概要を学んだ。また、地域包括ケアシステムについて実
際に展開しているサービスの内容、現状の課題等、より実践的な内容もご教授頂いた。

相談援助実習
相談援助実習を通して、相談援助に係る知識と技術を理
解し、実践的な技術等を体得する。関連分野の専門職と
の連携のあり方や内容を理解する。

特別養護老人ホーム武里まきば
園、文墨田区なりひら地域包括支
援センター、目黒区東が丘障害福
祉施設、越谷市地域包括支援セン
ター大袋、特別養護老人ホーム一
倫荘、特別養護老人ホーム朋松苑
他



②指導力の修得・向上のための研修等

当学園の教育理念は、学生に対して資格取得教育、実務教育を施し、人格の陶冶を行いもって有為な産業人を育成するこ
とである。この教育理念に基づき実践的な教育が実現出来ているか、また、その教育を実現するために必要な環境が整っ
ているかについて、学校関係者評価委員を設置して下記に示す評価項目から評価する。課題の残る評価結果について
は、課長職以上の管理職より改善計画を策定し、次年度以降の学校運営に反映させ改善を図る。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（１）教育理念・目標
①理念・目的・育成人物像は定められているか。
②学校の特色はなにか。
③学校の将来構想を抱いているか。

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条の規定による評価を行い、その結果を公表している
こと。」「評価を行うに当たり、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

研修名「アンガーマネジメント」
（連携企業等：東京都私学財団）
期間：令和２年１１月２５日（水）
対象：学科に所属する職員が参加
内容：公益財団法人東京都私学財団は、東京都内における私立学校の総合的支援機関として、都内私立学校等に通う生
徒の保護者の経済的負担を軽減する事業のほか、都内私立学校教職員の資質向上を図るための各種研修事業を実施し
ていることから、選定した。近年、様々なタイプの学生が入学してきており、学生に対するアプローチは多種多様な方法が
必要となっている。中でも「叱る」ことは、教員の感情コントロールも必要であるため、適切な指導が難しい状況にある。その
ため、怒りの感情と上手に付き合うための心理教育、心理トレーニングの「アンガーマネジメント」をテーマとして、適切な指
導方法を身に付け、教員の指導力向上を図るための研修であった。
研修内容として、怒りをわかりやすく健全に伝える方法、建設的な行動に変える方法を学ぶ、子どもたちへの適切な叱り方
や傷つけない言葉のかけ方、アンガーマネジメント技術、様々な方法、技術の実践を通して、指導方法を身に付けることが
できた。非常に有用であり、教職員間で共有した。

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等
研修名「リスクマネジメント　～福祉現場における感染予防の取り組み～」
（連携企業等：特別養護老人ホーム　カトレアホーム　施設長：青柳 雅之様）
期間：令和3年12月実施予定
対象：：学科に所属する教員が参加
内容：現域の特別養護老人ホームの施設長から、福祉の現場で重要性が高まっているリスクマネジメントについて、基本
的な備えやリスク発生時の対応の基本などについて学ぶ。また、近年特に対策が求められている、感染予防について、施
設で実践している具体的な取り組みの他、職員の研修体制、インシデント発生時の対応方法、地域や自治体、他の施設と
の連携等の状況についてご教授頂く。
②指導力の修得・向上のための研修等

ア．研修名「DX 時代に求められる専門学校教育を考える会～先進事例から学ぶ学校の魅力づくりとは～」
（連携企業等：ﾍﾞﾈｯｾｸﾞﾙｰﾌﾟ　(株)学研アド）
期間：令和３年９月１６日（木）実施予定
対象：学科に所属する教員が参加
内容：教育産業やシニア産業を中心としたベネッセグループが主催する研修会。専門学校を取り巻く環境を整理しながら、
教育にDXをどのように取り入れるか、また、DX時代に活躍できる人材をどのように育成するかを学ぶ研修。校内のDXを推
進方法を始め、教育の質の向上や、学生対応時間の増加による有効活用、ビジネスマナー・スキルを効率的な育成方法
等、成功事例から実践を通して学ぶ。その上で、指導のポイントを理解し、学生の学ぶ意欲の向上ににつなげる手法などを
実践し、指導力の向上を目指す。

（２）学校運営

①運営方針は定められているか。
②事業計画は定められているか。
③運営組織や意思決定機能は効率的なものになっているか。
④人事や賃金での処遇に関する制度は整備されているか。
⑤意思決定システムは確立されているか。
⑥情報システム化等による業務の効率化が図られているか。



（５）学生支援

①就職に対する体制は整備されているか。
②学生相談に関する体制は整備されているか。
③学生の経済的側面に対する支援体制は整備されているか。
④学生の健康管理を担う組織体制はあるか。
⑤課外活動に対する支援体制は整備されているか。
⑥学生寮等、学生の生活環境への支援は行なわれているか。
⑦保護者と適切に連携しているか。
⑧卒業生への支援体制はあるか。

（６）教育環境

①施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるように整備されて
いるか。
②学外実習、インターンシップ、海外研修等について十分な教育体制を
整備しているか。
③防災に対する体制は整備されているか。

（７）学生の受入れ募集

①学生募集活動は、適正に行なわれているか。
②学生募集活動において、教育成果は正確に伝えられているか。
③入学選考は適正かつ公平な基準に基づき行なわれているか。
④学納金は妥当なものとなっているか。

（３）教育活動

①各学科の教育目標、育成人材像は、その学科に対応する業界の人
材ニーズに向けて正しく方向づけられているか。
②修業年限に対応した教育到達レベルは明確にされているか。
③カリキュラムは体系的に編成されているか。
④学科の各科目は、カリキュラムの中で適正な位置づけをされている
か。
⑤キャリア教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法などが実施され
ているか。
⑥授業評価の実施・評価体制はあるか。
⑦育成目標に向け授業を行なう事ができる要件を整えた教員を確保し
ているか。
⑧成績評価・単位認定の基準は明確になっているか。
⑨資格取得の指導体制はあるか。

（４）学修成果

①就職率（卒業者就職率・求職者就職率・専門就職率）の向上が図ら
れているか。
②資格取得率の向上が図られているか。
③退学率の低減が図られているか。
④卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか。

（１１）国際交流 ―
※（１０）及び（１１）については任意記載。

（８）財務

①中長期的に学校の財政基盤は安定しているといえるか。
②予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか。
③財務について会計監査が適正に行なわれているか。
④財務情報公開の体制整備はできているか。

（９）法令等の遵守

①法令、設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか。
②個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか。
③自己点検・自己評価の実施と問題点の改善に努めているか。
④自己点検・自己評価結果の公開はしているか。

（１０）社会貢献・地域貢献
①学校の教育資源や施設を活用した社会貢献を行なっているか。
②学生のボランティア活動を奨励、支援しているか。



種別
高等学校関
係

近隣住民

近隣関連施
設

企業等委員

企業等委員

卒業生

卒業生

（３）学校関係者評価結果の活用状況
令和２年度の学校関係者評価委員会にあたり、教育活動・学修成果・学生支援・教育環境・社会貢献・地域貢献などについて話し合いを進め、委員
会の中でご意見頂いた下記内容を踏まえ、今後進めていく。

■オンライン活用について
・保育、福祉の現場では、三密回避のため、集合での研修、行事等が中止になっている。個人情報等の取り扱いで、難しい部分もあるが、可能な範
囲でオンラインを活用して欲しいと提言をいただく。カリキュラム等を検討し、施設と連携を図りながら、実施可能な範囲で検討をしていく。

■教員の資質向上に向けた研修について
・入学者の資質が年々変化しているため、コーチング、カウンセリング等に関する研修に参加してはどうかと提言をいただく。分野の知識、技術に関
わる研修だけでなく、学生それぞれに合わせた指導に向け、指導力向上に関する研修も継続して受講を検討していく。

■ボランティア活動について
・対面でのボランティア活動を中止としているが、学生から子ども、高齢者に向けて発信することができると良いと提言をいただく。オンラインを中心
にボランティア活動に取り組むことができないかを検討していく。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

薄井　正和
社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会
特別養護老人ホーム　ゆたか苑

令和3年4月1日～
令和5年3月31日(2年)

金井　彩美 社会福祉法人　妙泉会　貫井保育園
令和3年4月1日～
令和5年3月31日(2年)

令和3年7月31日現在

名　前 所　　　属 任期

藤田　美樹 株式会社こどもの森　まなびの森保育園白河
令和3年4月1日～
令和5年3月31日(2年)

角田　光正 西神田町会
令和3年4月1日～
令和5年3月31日(2年)

梅澤　稔 社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会
令和3年4月1日～
令和5年3月31日(2年)

須藤　勉 東京都私立中学高等学校協会
令和3年4月1日～
令和5年3月31日(2年)

https://www.o-hara.ac.jp/about/career/
公表時期　令和3年9月30日

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

①実践的な職業教育における成果を広く周知することにより、入学希望者の適切な学習機会選択に資すること。そのため
に、学校関係者評価結果も含めて教育活動の状況や課題など学校全体に関する情報を分かりやすく示すこと。
②また、上記①により企業等との連携による教育活動改善を活発にし、社会全体の信頼に繋げていくこと。
③情報の公表を通じて学校の教育の質の確保と向上を図ることを目的とする。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

築田　貴弘
社会福祉法人 奉優会
目黒区中央包括支援センター

令和3年4月1日～
令和5年3月31日(2年)

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

（４）キャリア教育・実践的職業教育 各学科の実習紹介

（５）様々な教育活動・教育環境 ①学校行事　②クラブ活動

（６）学生の生活支援 学習や学校生活に対する不安解消（先輩の声）

（１）学校の概要、目標及び計画
①学校の概要　②目標・方針・特色　③所在地、連絡先
④学校の沿革

（２）各学科等の教育
①カリキュラム、時間割、目指す資格
②検定、資格取得・検定試験合格実績　③卒業生の進路

（３）教職員 各学科の担当教員紹介

（７）学生納付金・修学支援 ①学生納付金　②奨学金、学費減免等の紹介

（８）学校の財務 学園の財務状況公開

（９）学校評価 学校関係者評価結果

https://www.o-hara.ac.jp/about/career/公表時期　令和3年9月30日
https://www.o-hara.ac.jp/about/career/公表時期　令和3年9月30日


https://www.o-hara.ac.jp/about/career/

（１０）国際連携の状況 -

（１１）その他 -
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）
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○
人体の構造と機能及び疾

病

人の成長・発達や心身機能と身体構造の概要
について学ぶ。国際生活機能分類（ＩＣＦ）
の基本的考え方と概要、健康の概念について
理解する。疾病と障害の概要及びリハビリ
テーションの概念と範囲について理解する。

○ ○

○ 心理学理論と心理的支援

人の心理学的理解及び成長・発達と心理との
関係を学び、日常生活と心の健康に関して理
解する。また、心理検査やカウンセリングな
どの心理的支援の方法と実際について理解す
る。

○ ○

○ 社会理論と社会システム

人々をとりまく現代社会が社会理論によって
どのように捉えることができるのかを学習
し、家族や生活に関して社会学の視点から学
習する。また、社会的孤立や社会病理に関し
て学び、具体的な社会問題に関して理解を深
める。

○

○ 現代社会と福祉

福祉の原理をめぐる理論と哲学について理解
し、現代社会における福祉制度の意義や理論
を理解する。福祉制度と福祉政策との関係を
理解し、福祉政策におけるニーズと資源、課
題について学ぶ。また福祉政策の構成要素と
して、政府、市場、家族、個人の役割につい
て理解するとともに、福祉政策と教育政策、
住宅政策、労働政策との関係について理解す
る。相談援助活動と福祉政策との関係につい
て理解する。

○ ○

○ 社会調査の基礎

社会調査の意義と目的、統計法の概要につい
て学ぶ。社会調査における倫理と個人情報保
護の視点から留意すべき点について理解す
る。量的調査の種類と方法、質問紙の作成方
法と留意点、調査法の配布と回収、調査の集
計と分析に関して学ぶ。質的調査の方法とし
て、観察法と面接法の概要及び記録とデータ
整理の方法について学ぶ。また社会調査の実
施にあたってＩＴの活用方法に関して学ぶ。

○

○ 相談援助の基盤と専門職

社会福祉士及び精神保健福祉士の役割と意義
について理解し、相談援助の概念、範囲、理
念について学ぶ。また権利擁護の意義及び相
談援助に係る専門職倫理について理解する。
総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義
と内容について理解する。

○ ○

○ 相談援助の理論と方法

相談援助における人と環境との交互作用に関
する理論及び様々な実践モデルについて学
ぶ。相談援助の対象を理解し、相談援助の過
程における知識と技術を学ぶ。事例研究及び
事例分析を行い、権利擁護活動を含む相談援
助の実際を学ぶ。

○ ○

○ 地域福祉の理論と方法

地域福祉の基本的考え方、主体と対象、地域
福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実
際について理解する。地域福祉における多職
種、多機関との連携を含むネットワーキング
について理解し、地域福祉の推進方法につい
て学ぶ。

○ ○

授業科目等の概要

分類

授業科目名 授業科目概要
授業時
数/単位

数

授業方法 実践的授業方法の種

30時間

30時間

30時間

60時間

30時間

60時間

120時間

60時間



○ 福祉行財政と福祉計画

国、都道府県、市町村と相互の関係、財源、
組織及び団体、専門職の役割など福祉の行財
政の実施体制について学び、福祉行財政の動
向について理解する。福祉計画の意義と目
的、主体と方法及び実際について理解する。

○ ○

○
福祉サービスの組織と経

営

福祉サービスに係る組織や団体の概要につい
て理解する。福祉サービスの組織と経営の基
礎理論及び会計管理等の実際について理解す
る。福祉サービスの管理運営について、サー
ビス管理や苦情対応、人事・労務管理などに
関する理解を深める。

○ ○

○ 社会保障

少子高齢化や労働環境の変化などによる現代
社会の社会保障制度の課題について学ぶ。社
会保障の概念、理念、対象について理解す
る。年金保険制度、医療保険制度、介護保険
制度、労災保険制度、雇用保険制度、社会福
祉制度、生活保護制度、家族手当制度に関し
て、制度の目的、対象、給付内容、財源構成
などに関して学び、特に年金保険制度と医療
保険制度に関しては具体的内容も学ぶ。先進
諸国における社会保障制度の概要を概観す
る。

○

○
高齢者に対する支援と介

護保険制度

高齢者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢
や介護需要について理解する。高齢者福祉制
度の発展過程及び関連法規について学ぶ。介
護の概念、対象、介護過程、介護予防につい
て学び、高齢者支援に関する専門職の役割と
実際について理解する。認知症ケア及び終末
期ケアの基本的考え方と実際について学ぶ。
介護保険法の概要及び専門職の役割と実際に
ついて理解を深める。

○ ○

○
障害者に対する支援と障

害者自立支援制度

障害者の生活実態、社会情勢、福祉・介護需
要について理解し、相談援助活動において求
められる障害者の福祉や介護に関する法制度
について学ぶ。特に障害者自立支援法におけ
る組織、団体、専門職の役割と実際に関して
理解を深める。

○ ○

○
児童や家庭に対する支援
と児童・家庭福祉制度

児童・家庭の生活実態とこれを取り巻く社会
情勢、福祉需要、児童・家庭福祉制度の発展
過程を理解する。そのうえで、児童の権利、
児童・家庭福祉に関する法体系を理解する。
また、児童・家庭福祉制度における組織や団
体、専門職の役割を理解し、それぞれの連携
方法、実態について理解する。

○ ○

○
低所得者に対する支援と

生活保護制度

低所得者層の生活実態とこれを取り巻く社会
情勢、福祉需要を理解し、そのうえで生活保
護制度や生活保護制度に係る他の法制度につ
いて理解する。また、自立支援プログラムの
意義と実際について理解し、低所得者に対す
る対策について学ぶ。

○ ○

○ 保健医療サービス

医療保険制度、診療報酬制度、保健医療サー
ビスの概要を学ぶ。保健医療サービスにおけ
る専門職の役割と実際について理解し、専門
職との連携について理解する。

○ ○

○ 就労支援サービス

雇用・就労の動向と労働施策について学び、
各種の就労支援制度について理解する。就労
支援に係る組織、団体、専門職の役割と実際
について学び、相談援助活動において必要と
される就労支援分野との連携について理解す
る。

○ ○

○ 権利擁護と成年後見制度

相談援助活動と日本国憲法、民法、行政法等
との関わりについて理解する。権利擁護に関
る組織、団体の役割と権利擁護活動の実際に
ついて学ぶ。成年後見制度及び日常生活自立
支援事業の概要について理解する。

○ ○

30時間

30時間

60時間

60時間

30時間

30時間

30時間

30時間

15時間

30時間



○ 更生保護制度

更生保護制度の概要及び保護監察官や保護司
など更生保護制度の担い手について学ぶ。更
生保護制度における関係機関・団体との連携
について理解する。

○ ○

○ 相談援助演習

相談援助実習を行う前には、基本的なコミュ
ニケーション技術及び面接技術を習得する。
相談援助職として必要な自己覚知について理
解する。相談援助事例を活用し総合的かつ包
括的な援助について実践的に習得する。具体
的な相談援助場面及び相談援助の過程を想定
した実技指導を行う。
相談援助実習後には、個別的な体験を一般化
し、実践的な知識と技術として習得できるよ
うに集団指導並びに個別指導を行う。

△ ○ ○ △

○ 相談援助実習指導

相談援助実習に向けて予備知識、動機づけ等
の準備を行ない、実習先で必要とされる相談
援助に係る知識と技術に関して理解する。実
習におけるプライバシーの保護と守秘義務に
ついて理解する。実習記録ノートへの記録内
容及び記録方法に関して学び、実習終了後は
実習総括レポートを作成し、実習の評価全体
総括会を行う。

○ △ △ ○

○ 相談援助実習

相談援助実習を通して、相談援助に係る知識
と技術を理解し、実践的な技術等を体得す
る。関連分野の専門職との連携のあり方や内
容を理解する。

○ ○

○ 社会福祉総合演習

社会福祉士の職業に必要な専門的な知識を総
体的に整理する。相談援助職として支援に結
び付けるための制度概要の理解、関連機関及
び関連職種についての知識を定着させる

○

1,220時間 1,080時間

90時間

180時間

20時間

合計授業時数/単位数 要件該当授業時数/単位数

６　合計授業時数/単位数については、受講者が受講可能な全ての科目（必修・選択必修・自由選択を問わない）の合計単位時間
数等を記入すること。

（留意事項）
１　申請するプログラムで受講可能な全ての科目について記入すること。

２　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、主たる方法
について「○」を付し、その他の方法について「△」を付すこと。

３　一の授業科目について、企業連携、グループワーク、実務家授業、インターンシップのうち二以上の方法の併用により行う場
合については、主たる方法について「○」を付し、その他の方法について「△」を付すこと。

４　実践的授業方法の種別については、実施要項の３（６）の➀～④の要件に該当する授業科目について○又は△を付すこと。

５　授業時数/単位数については、推薦プログラムが正規課程で時間制の場合は単位時間数、正規課程で単位制の場合は単位数、
履修証明プログラムの場合は時間数を記入してください。

７　要件該当授業時数/単位数については、企業連携、グループワーク、実務家授業、インターンシップのいずれかに該当する科
目の合計単位時間数等を記入すること。

150時間

15時間


